
地域・社会への⾃動運転の
発信に際しての提案

4つの実証実験地域での⾃動運転サービスの
理解促進に向けた取り組み事例からの学び
（永平寺町、⽇間賀島、⽇⽴市、北⾕町）

令和3年3⽉25⽇
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令和2年度⾼度な⾃動⾛⾏・MaaS等の社会実装に向けた研究開発・実証事業︓
⾃動⾛⾏の⺠事上の責任及び社会受容性に関する研究



⾃動運転の⺠事上の責任及び社会受容性に関する研究事業での情報発信・提供事業の取組

消費者調査分析

実証実験事例分析

ベストプラクティス整理・公表

・実証実験実施⾃治体・事業者が実施した住
⺠への情報提供⼿法と内容、効果の把握。

追加分析
・発信先分析︓年代別特徴を整理

・ワールドカフェ参加者へのフィードバック
・ワールドカフェ⾮参加者の意識把握

・地域特性別特徴を整理

住⺠意⾒分析

社会課題解決のための⾃動運転の実装・定着を⽬指すにあたり、地域の住⺠や⾃治体など関係者の理解や協⼒を得ることが不可⽋
である。本事業では、これまでのワールドカフェを実施した地域をモデルとして、各地域の特性や想定される利⽤者の属性を整理
するとともに、ワールドカフェでの意⾒の整理やその後の参加者や関係者からのフォローアップヒアリング、消費者意識調査から
の傾向等の抽出・分析を⾏う。その結果を、地域の特性や利⽤者の属性を踏まえた情報発信・提供の取組のベストプラクティスと
して整理･公表することを⽬指す。

地域特性分析
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本研究の⽬的

⼤義

安全性 利便性

正しい知識や
情報

⾃動運転が
もたらす便益

多くの⼈が共感できる
⽬的

⾮利⽤者の協⼒

利⽤者の拡⼤

⾃動運転の社会実装

に関する情報発信を通じて、 を促し、 に向けた、
⾃動運転実証実験に関する
ベストプラクティスを
⾃治体・事業者に対して紹介すること。
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⽬指すべき情報発信構造

地元住⺠
（⼆次接触）

記事/報道SNS/⼝コミ

事業者/
⾃治体

地元メディア
関係者

（⼀次接触）

体験者
（⼀次接触）

案内/体験 リリース/体験

サービスカーアンバサダー
実証実験体験者に
サービスカー導⼊に
賛同してもらい、
賛同の連鎖の

ハブ的役割を果たす
協⼒者になってもらう

ことが重要
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ターゲットを規定する⼀般的なコミュニケーションモデルから、
地域全体の協⼒意識を醸成する「賛同の連鎖」モデルへ



⼤義の切り⼝

ヒアリング及び消費者分析・地域分析を通して導かれた⼤義は、以下の三つが例として考えられる。情報発信に
あたっては、実証実験の⽬的、地域の⼈⼝状況や⽬指すべき地域像に応じて、適宜発信内容の中⼼に据える。

未来社会を担う⼦供と共に、未来の技術を共に育てる・応援する

地域の魅⼒を再発⾒し、観光産業から街を活性化する

⾼齢者の⽣活範囲を拡⼤し、暮らしの中の楽しみを増やす

「⼦供に事故のない未来の社会を」というようなメッセージを⽤いて、
⼦供の保護者である⼦育て世代、その上の⾼齢者世代も、
⾃分ごととして共感できるような賛同の輪を広げる。

⾃動運転によって、地域の産業（とりわけ観光業）を活性化し、
その街全体の交流⼈⼝を増やすことで、収益⾯でも街に貢献する。

地域の⾼齢者が、⾃家⽤⾞や公共交通の代替移動⼿段として利⽤する以上に、
誰かとの出会い・楽しみ、憩いの場を提供することを⽬指して、
⾼齢者を起点に地域の賛同・協⼒を得る。
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＜例＞



PR局資料から構成

「賛同の連鎖」モデルにおいては、体験機会や乗⾞⾵景での話題化設計をした上で
⼀次接触者からのリアル・SNSなどでの伝播（→ 若者）
新聞地⽅紙・⼣⽅TVニュース（→ ⼦育て世代・⾼齢者） がメディア戦略の注⼒ポイント

情報発信⼿法の検討

※株式会社博報堂DYメディアパートナーズのメディア環境研究所が毎年⾏う調査報告「メディア定点調査 2020」を参照。https://mekanken.com/mediasurveys/ 5
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メディア媒体の特性整理

https://mekanken.com/mediasurveys/


PR局資料から構成

地⽅⾃治体・地⽅の運営企業など予算に限りがある場合は、有償で広告を出稿するのではなく、
アンバサダーによる賛同基盤形成・パブリシティプロモートなど地道な広報活動により、
情報の⼆次波及を⽣み出す環境づくりをしていく。

賛同の連鎖の誘発に向けた２つの取り組み
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パブリシティプロモート活動の推進

新聞（記者クラブ）

新聞（社会、⽣活家庭・⽂化、地域）

テレビ（情報番組、報道番組）
ネットメディア

アンバサダーによる賛同の基盤形成
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発信の起点

体験設計〜
⼆次波及

理解醸成

⾃動運転応援団・アンバサダーとの連携と、彼らを通じた発信
マスメディアなどの広告コミュニケーションではなく、地域の多様なコミュニティごとの周知
化・話題化によって、取り組みを波及させる。そのために、発信⼒のある地域⽣活者（教育/福祉
関係者・市区町議員・地元企業経営者など）と連携して、彼らを介した発信を実施する。

楽しみや魅⼒を押し出した、⼆次波及を促す体験機会のデザイン
⾃動運転⾞の乗⾞体験を、代替的な移動⼿段としてではなく、楽しみや魅⼒を感じ、親しみ深く
受け⼊れられるよう設計。それにより、利⽤者から⾮利⽤者へ、体験が⼝コミやSNSなどで伝播
するような流れを作る。

事前フェーズからの双⽅向的な対話設計による⼀体感の醸成
利⽤者の誘引や満⾜度向上だけでなく、彼らの不安⾯やリスク意識、また、⾮利⽤者に対する反
発意識の軽減も重要。そのために、事前の事故対応や責任論を綿密に共有し、実験段階の技術や
仕組みを⼀丸となって育てる意識を醸成する。

社会発信ベストプラクティス

地域浸透 継続・実⽤化に向けた明確な⽬標とイメージを共有する
実証実験の⽬的を「〇年後の実⽤化・導⼊のため」のように明確に規定したり、実証実験を複数
回重ねたりして、地域住⺠にその⽬標や未来の社会図を共有することで、当事者意識・応援意識
を醸成する。また、ロゴやキャラクターなど地域住⺠が愛着を持てるようなシンボリックな中⼼
的ビジュアルイメージなどを共有して、求⼼⼒を⾼める。
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ベストプラクティスに向けた共通施策イメージ

共同推進者であり、強い賛同者でもある仲間を作ることが不可⽋！

事業者/
⾃治体

アンバサダーの組織
・⾃動運転サポーターズの組織と運営（⽇⽴市）
・地元関連組合との綿密な議論を重ねる（⽇間賀島）
・Maasなどをテーマとした関連検討委員会の組織
（永平寺町・北⾕町）

・⼩中学校での体験授業プログラム化検討（⽇⽴市・⽇間賀
島）
・「サポーターズ」「応援団」などの名称化と、
会員証・会員プログラムなどの作成

運営側への参画巻き込み
・観光案内・保安員としての起⽤（永平寺町）

教育/福祉関係者 市区町議員 地元企業経営者 地元⾼齢者
寄り合い

運営

キー
パー
ソン

各
関係
者

地元住⼈の参画巻き込み

発信の起点
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ベストプラクティスに向けた共通施策イメージ

株式会社博報堂・⼤阪市⽴⼤学が共同で策定した、施設計画における事業者と地域住⺠間の対話型合意形成プログラムメソッドを参考。
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※試乗会と合わせたワールドカフェの実施（北⾕町）などの事例も。
※有事の際のメディア対応なども、想定しておく。
※情報の⼆次波及を狙う際、誤った情報の拡散・定着を避けるため、発信内容の精査（キーワード設定・⽤語整理・禁⽌事項
など） が重要となる。スローガン・標語のように、伝わりやすい形で抜け漏れが無いように整理する。

リスクとして想定される⼼配事は、事前に、互いに意⾒を交わそう！

理解醸成
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ベストプラクティスに向けた共通施策イメージ

エンターテインメント化
・⾞内での演芸や⾳楽上演検討（北⾕町）
・海沿い周遊コースの設定（北⾕町）
・市⺠参加型の⾞内デコレーション（⽇⽴市）

・⾞内AR/VRコンテンツ（愛知県）

集い・出会いの場
・保安員との会話、乗客同⼠の交流（永平寺町）
・常連客の継続利⽤（北⾕町）

＜楽しみ・魅⼒的なコンテンツ設計＞ ＜⼆次波及の設計＞

⾞外・⾛⾏⾵景
・⾞体ラッピング（⽇⽴市・北⾕町）

・モニュメントを建造予定（北⾕町）

メディアを介した⼆次波及
・学校⾏事などメディアで特集しやすいプログラムの設
計（永平寺町）

SNSでの⼆次波及
・シェアしたくなるフォトスポット設営検討（北⾕町）
・ハッシュタグによる投稿促進
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単なる便利さではなく、魅⼒的な体験を作り、⼆次波及を促進する

体験設計〜
⼆次波及



ベストプラクティスに向けた共通施策イメージ

＜実⽤化・本格導⼊の⽬標を明確に宣⾔する＞

・地域の寄り合いなどで町⻑の決定⽅針として、住⺠
説明会で広報（永平寺）
・実⽤化を前提に実⾛する中で、地域住⺠の側での⾃
発的なルールの形成が進む。（北⾕町・永平寺町）
・⾃動運転の先端的な実験を連続的に実施し、先進地
域としての意識を島内で形成する（⽇間賀島）

・地域の特徴に沿った⾞体（北⾕町）
・コピーライティングによる未来像の共有（⽇⽴市）
・「ZEN drive」「参（まい）ろーど」などの愛称化（永
平寺町）

＜シンボリックなイメージを通して、
⼼的距離を近づける＞

⽇⽴市の実証実験での
シンボリックイメージ
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実験のための実験ではなく、実現のための実験だ！
ゴールを明確に共有して、みんなに⾃分ごと化してもらう

地域浸透



ベストプラクティスの実践にあたって

まずは、強⼒な応援団でもあるアンバサダー形成と、
メディアとの良好な関係づくりから！

地元住⺠
（⼆次接触）

記事/報道SNS/⼝コミ

事業者/
⾃治体

地元メディア
関係者

（⼀次接触）

体験者
（⼀次接触）

案内/体験 リリース/体験
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地域全体での話題化を推進するための
地元メディア関係者との関係構築

直接体験をして賛同いただいた⽅や
⾃動運転について推進協働の⽴場をとる
ステークホルダーのアンバサダー化
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効果測定に関する考え⽅

利⽤者と地域住⺠全体への定期的なアンケートを通して、接触施策と意識変化を
⻑期的に捕捉する。

13
※ この段階で、設問を通じて、誤った情報の捕捉などを⾏うことも重要。

× ×

聴取対象 聴取内容 聴取頻度
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事業者（産業技術研究所）が取りまとめる複数の実証実験では、
統⼀的なアンケート調査を実施。



情報発信チェックリスト
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共同推進者であり、強い賛同者でもある仲間づくりが進んでいるか。
発信の起
点

理解醸成

体験設計
〜⼆次波
及

地域浸透

懸念事項や不安に関して、事前に⼗分かつ丁寧な説明を⾏えているか。

乗ること⾃体への楽しみや魅⼒を作っているか。

地域の将来像などを踏まえて、実証実験の位置付けを明確に発信できているか。

メディアに対して実証実験などのイベントのリリースや案内は⾏なっているか。

記事化されやすい、話題になりやすいポイントが明確にできているか。

地域住⺠が懸念事項や不安を⾃ら⼝にし、事業者側と対話する機会は設けられているか。

有事の際のメディア対応を準備できているか。

理解の誤りを引き起こさないような、ルールや注意の簡潔かつ的確な⽂⾔化ができているか。

実際に乗⾞しなくても、気になる/魅⼒を感じる外観や⾛⾏⾵景のデザインができているか。

⼆次波及を呼ぶようなシェアしたくなる仕組みは設計できているか。

直感的に親しみが湧き、共通のイメージが浮かぶような名称やビジュアルを作成できているか。

⻑期的な視点で、施策の効果を測定し、実施内容を取捨選択する体制が整っているか。

対応ページ

P6,8

p6

p6

p9

p9

p9

p9

p10

p10

p10

p11

p11

p13



参考）将来的な情報発信の理想構造

各地域ごとに⾏われる個別の実証実験活動を、地域を超えた⾯の活動へとつなげることで、より⼤きな情報のう
ねりとして地域・⾃治体を超えた賛同の連鎖が⽣まれ、サービスカー導⼊への機運と⼀体感の醸成につながる。

全国NewNormal⽣活プラットフォーム推進プロジェクト
（仮）

（実施の候補例）

①全国統⼀のロゴやキャラクターなどの作成

②共通のハッシュタグ投稿促進企画

15

（実施例）
今回実施のシンポジウム等


